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新製品・バージョンアップ製品

UC-1 Engineer's Suite

※表示価格はすべて税別価格です。

UC-1 for SaaS ファイル共有サービス

NEW

UC-1シリーズ各製品のセット版。クラウド対応、CIM機能強化

ユーザ情報ページオプション 価格： 月額\4,000 ’13.4.4 リリース

仮設土工スイート 価格： \1,290,000～’13.4.11 リリース
建築プラントスイート 価格： \570,000～’13.4.11 リリース

●主なサービス概要
従来よりユーザ様に無償でご提供しておりますファイ
ル転送サービスを拡張した別サービスで、従来機能
に加えてWebストレージとしての機能を備えたファイル
共有のためのサービスです。UC-1スイート製品と連
動し製品から直接ファイルを処理することができます。

●主な製品概要
当社の設計CADソフトウェアであるUC-1シリーズの各製品のセット版で、「UC-1エンジニ
ア・スイート（UC-1 Engineer's Suite）」を製品総称とし、8つのカテゴリー分類によるスイート
製品を提供します。
●UC-1エンジニア・スイートの強化機能
1. クラウド機能 2. 2DCAD機能 3. 3D配筋機能 4. CIM機能
5. サポート、チェック機能

配水池の耐震設計計算 Ver.4

価格：\500,000 レンタル：\100,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’13.4.12 リリース
●主な改訂内容
・固有周期の算出に対応 ・常時の荷重組合せケースに対応
・フラットスラブ構造の柱列帯・柱間帯の配筋データ入力、RC断面照査に対応
・安定計算に関する機能を追加拡張
対象製品
改訂期限
・応答変位法で、任意の水平変位振幅
配水池の耐震設計計算Ver.3 '13.10.31
入力に対応

価格：\350,000 レンタル：\70,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’13.4.4 リリース

価格
\250,000

BOXカルバート1～3連の断面方向、縦方向ウイングの設計・図面作成プログラム
BOXカルバートの設計
Ver.11

改訂期限

価格

'13.10.31

\150,000

●主な改訂内容
・本体主鉄筋について、本数による入力および出力に対応
・「剛域の算出方法」の初期値を『方法2(道示III)』に変更
・斜角付きBOXの設計において、任意荷重に対応 ・杭基礎時の対応杭種に回転杭を追加
・門形カルバートについて底面より上の多層盛土に対応
・NEXCOレベル2地震時照査（オプション）の詳細計算書出力を改善
・3D配筋ビューワ出力フォーマットを更新（Allplan形式ファイルフォーマット）

擁壁の設計 Ver.13

対象製品
橋台の設計 Ver.11

P
Ver.U

改訂期限

価格

'13.10.31

\175,000

●主な改訂内容
・重力式橋台において、橋軸方向及び直角方向の段差フーチングに対応
・竪壁の設計において、常時・レベル1地震時の直角方向の照査に対応
・付属設計時において、側方移動の判定機能を追加
・落橋防止構造の耐力算出において、直角方向の耐力を算出に対応
・直角方向段差フーチングにおいて、底版上面の土砂に対応
・翼壁の設計において、平板解析時の要素選択および計算機能を拡張

地盤改良の設計計算 Ver.3

P
Ver.U

対象製品

▲ファイル共有サービスWebサイト

逆Ｔ式橋台、重力式橋台の設計計算・図面作成プログラム

水道施設耐震工法指針（1997年、2009年）日本水道協会に準拠し、
配水池の耐震設計計算を行うプログラム

価格：\300,000 レンタル：\60,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’13.4.4 リリース

●サービスの機能と特長
・Webストレージサービス
・UC-1スイート製品との連動
・ファイル転送先のアドレス帳管理

NEW

橋台の設計 Ver.12（平成24年道示対応版） Ver.UP

P
Ver.U

BOXカルバートの設計 Ver.12

4

P
Ver.U

深層・浅層混合処理工法を用いた改良地盤の設計計算プログラム
価格：\120,000 レンタル：\24,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’13.4.4 リリース
●主な改訂内容
・建築基準 深層混合処理工法の「沈下の検討」、「円弧すべりの検討」に対応
・「擁壁の設計」とのファイル連携に対応
・土木基準 深層混合処理工法の入力拡張、出力改善
・建築基準 浅層混合処理工法の
対象製品
改訂期限
独立基礎広がり角の個別指定に対応
地盤改良の設計計算 Ver.2

'13.10.31

価格
\60,000

土留め工の性能設計計算（弾塑性解析II+）NEW

片持梁式、U型、重力式、もたれ式、任意形状擁壁の設計計算、図面作成プログラム 斜め切ばり等に対応した土留め工の弾塑性解析プログラム
価格：Advanced \350,000 レンタル：\70,000～
対象製品
改訂期限
Standard \280,000 レンタル：\56,000～ 擁壁の設計 Ver.12 Advanced '13.10.31
Lite \200,000 レンタル：\40,000～
擁壁の設計 Ver.12 Standard
'13.10.31
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’13.4.3 リリース
擁壁の設計 Ver.12 Lite
'13.10.31
●主な改訂内容
・全体安定の検討（円弧すべり計算）に対応(Advanced版）
・「地盤改良の設計計算」との連携用のファイル出力に対応
・衝突荷重の選択入力及び前輪鉛直荷重に対応
・配筋指定時の本数入力に対応 ・斜面上基礎の許容支持力算出時のRを拡張
・クーロン土圧の載荷荷重に地表面角度の考慮に対応
●その他バージョンアップ製品

価格
\175,000
\140,000
\100,000

価格：\180,000 レンタル：\36,000～
WindowsXP/Vista/7 対応 ’13.3.29 リリース
●主な製品概要
本製品は、「土留め工の設計」
に お け る 解 析 法 I I E S
（「Engineer's Studio®」の計算
部を用いた弾塑性解析）を、さ
らに拡張させた弾塑性解析専
▲メインウィンドウ
用のプログラムです。

改訂期限間近です。ぜひともお急ぎ下さい！

製品名 ／ 価格

製品概要・改訂内容

UC-win/Road Ver.８
新規：Ultimate \1,500,000
Advanced \900,000
改訂：Ultimate \250,000
Advanced \80,000

▲「Engineer's Studio®」による
解析結果

Driving Sim \1,200,000
Standard
\580,000
Driving Sim \150,000
Standard
\80,000

出荷開始 改訂期限

・3DモデルLOD対応 ・運転シミュレーション拡張 ・地形生成機能拡張
・クラスターシステムのシナリオマルチメディア対応、ビデオ再生に対応 ・音響の改善
・ヘッドライトの改善 ・照明機能の拡張 ・車両内装モデルのミラー機能拡張
・交差点内の動作制御点対応 ・ログ出力プラグイン（有償オプション）
・FBX 2013対応の最新版（FBX 2013）の読み込みをサポート ・描画オプションのインターフェース等改善
・EXODUSプラグイン、マイクロシミュレーションプレーヤプラグイン拡・ログ出力プラグイン（有償オプション）
・鉄道縦曲線 ・駐車場モデル読み込みプラグインの描画パフォーマンス向上
・道路断面テクスチャを道路幅やギャップの幅にフィット、スケール設定に対応

設計成果チェック支援システム Ver.2
（平成24年道示対応版） 新規：\1.200,000 改訂：\150,000

・平成24年道路橋示方書対応、平成14年道路橋示方書カスタマイズに1製品で対応

3次元鋼管矢板基礎の設計計算(連結鋼管矢板対応) Ver.4
（平成24年道示対応版）
新規：\700,000 改訂：\80,000

・道路橋示方書・同解説（平成24年3月）に対応

'12.10.19 '13.04.30

'12.10.09 '13.04.30
'12.10.11 '13.04.30

※社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

キャンペーン情報（2013年3月１日～201３年4月30日）
ジャストスタート保守延長キャンペーン
製品間で異なっている保守サポートスタート（更新）時期を、登録単位で一つの時期にまとめることができるキャンペーンです。保守サポート契約を10％OFF！
新規製品ご購入と同時の場合は、最大3年まで延長が可能です。ライセンス予算の管理を簡素化し、計画的なライセンス活用に寄与いたします。消費税対策にも有効です。

WANアクティベートライセンスキャンペーン
新規製品のWANライセンスが30％OFF！

WANアクティべート移行も30％OFF！

UC-1 3D配筋CADキャンペーン
UC-1設計シリーズ CAD統合版製品から連携できる「3D配筋CAD」が50％OFF！（従来価格 \100,000 → キャンペーン価格 \50,000）
3次元配筋ビューワ機能が搭載されているUC-1設計プログラム所有ユーザ様が対象です。

最新情報はホームページをご覧下さい。
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